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2019（平成 31/令和元）年度 公益財団法人東京都バレーボール協会 事業報告 

 

Ⅰ事業の概要について 

（１）競技力向上事業―国民体育大会出場チーム及び選手の強化について＜定款第 4条-4項＞ 

◆国体候補選手強化事業及びジュニア特別強化事業 

・国体候補選手強化事業（東京都体育協会より 5,967,500円国体候補選手強化費として） 

  2019年 6月～10月 強化練習会及び合宿等の実施（成年男女、少年男女） 

  2019年 6月～9月 ツアー等の全国大会派遣や合宿（ビーチ男女） 

・ジュニア特別強化事業（東京都体育協会より 2,500,000円ジュニア特別強化費として） 

  2019年 5月 12日、7月 11～14日 強化練習会及び支部対抗戦の実施（高校男子） 

  2019年 11月 23～24日 強化合宿の実施（高校女子） 

◆オリンピック候補選手強化事業 

・オリンピック候補選手強化事業（東京都体育協会より 528,000円ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ候補選手強化費として） 

  2019年 4月～2020年 3月 国内外中央競技団体主催大会の参加、派遣旅費等（ビーチ男女） 

◆東京都バレーボール協会選手強化事業 

・東京都バレーボール協会選手強化事業（東京都バレーボール協会選手強化積立金より 2,484,440円） 

  2019年 4月～2020年 3月 国内中央競技団体主催大会の参加、派遣旅費等 

 

（２）競技力向上事業―ＪＯＣ全国中学生選抜大会出場チーム及び選手の強化について 

＜定款第 4条-4項、5項＞ 

◆ジュニア特別強化事業 

 2019年 12月 24～27日 ＪＯＣカップ選抜強化練習会及び合宿等の実施、大会への参加（中学男女） 

◆ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 33回全国都道府県対抗中学大会 

 2019年 12月 24～27日 大阪府大阪市他、下記学校より選抜メンバーでチーム構成し、出場 

 男子 駿台学園中学校、安田学園中学校、麻布中学校、大田区立大森第二中学校、 

慶應義塾中等部、大田区立南六郷中学校、サレジオ中学校 

 女子 八王子実践中学校、世田谷区立北沢中学校、文京学院大学女子中学校、葛飾区立新宿中学校、 

稲城市立稲城第二中学校、駿台中学校 
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（３）競技力向上事業―東京都主催・主管・委託競技会開催事業の推進＜定款第 4条-1項＞ 

◆主催競技会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第33回ビーチバレージャパン都予選会兼 

第30回全日本ビーチバレー女子選手権大会 

都予選会 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

6/15（土） 

男子 6 
優 勝 永井/中山 

準優勝 伊藤/黒川 

女子 6 
優 勝 森岡/辻村 

準優勝 田中/松村 

2 

平成31年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 

都予選会 

会場： 東京電機大学中学高等学校 

8/3（土）～4（日） 

男子 7 
優 勝 専修大学 

準優勝 日本体育大学 

女子 4 
優 勝 青山学院大学 

準優勝 日本体育大学 

3 

第18回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

都予選会 

会場：深川スポーツセンター 

7/15（月祝） 

男子 5 
優 勝 凸版印刷 

準優勝 三鷹球友会 

女子 3 
優 勝 新宿闘心会 

準優勝 ファインズ 

4 

第19回日本スポーツマスターズ2019 

都予選会 

男子会場：駒沢屋内球技場 

女子会場：有明スポーツセンター 

6/23（日） 

男子 7 
優 勝 東京実連 

準優勝 ＺＯＭＢＩＥ 

女子 6 
優 勝 ＨＫ.Ｐｏｗｅｒｓ 

準優勝 ファインズ 

5 
第68回全国青年大会都選考会 

会場：有明スポーツセンター 
7/14（日） 

男子 3 
優 勝 江東（江東区） 

準優勝 京月（三鷹市） 

女子 3 
優 勝 全目黒（目黒区） 

準優勝 新宿闘心会（新宿区） 

6 

第 14 回都協会・会長杯 6 人制男女優勝大会 

兼 Ｕ-14 関東ヤングクラブ男子交流大会予

選会 女子会場：台東リバーサイドスポーツ

センター、男子会場：狛江市民総合体育館 

7/30（火） 女子 14 
優 勝 淑徳ＳＣ 

準優勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

7/31（水） 男子 8 
優 勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

準優勝 大森ＪＶＣ 

7 

第89回全日本総合男子選手権大会都予選会 

第88回全日本総合女子選手権大会都予選会 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

9/28（土） 

男子 6 
優 勝 日本無線 

準優勝 三鷹球友会 

女子 5 
優 勝 東京女子体育大学 

準優勝 日本女子体育大学 

8 

第3回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 

第10回湘南藤沢カップ全国中学生大会予選 

会場：大田区大森東水辺ｽﾎﾟｰﾂ広場ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰ

場 

7/7（日） 

男子 5 
優 勝 大森第二中学校Ｂ 

準優勝 大森第二中学校Ａ 

女子 13 
優 勝 大田区立大森第八中学校Ｂ 

準優勝 大田区立大森第八中学校Ａ 

9 

第22回全国ヤングクラブ男女優勝大会 

都予選会 

会場：板橋区立高島第二中学校 

7/15（月祝） 

男子 

Ｕ-19 
1 Ｚｅａｌを全国推薦 

男子 

Ｕ-14 
1 ＤｒｏｐＪＹＶＣ を全国推薦 

女子 

Ｕ-19 
0 ―（推薦無し） 

女子 

Ｕ-14  
4 

優 勝 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

準優勝 稲城ジュニアユースＶＣ 

◆主催競技会（各セクション大会） 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 
第50回全国ママさん大会都予選会 

会場：東京武道館、駒沢体育館 

5/8（水）～9（木）・

27（月） 
女子 26 

優 勝 ＳＰ 

準優勝 ＬＯＶＥクラブ 

2 

2019年度 

全日本9人制実業団男女選手権大会都予選会 

会場：BumB東京スポーツ文化館  

5/6（月祝） 男子 7 
優 勝 日本無線 

準優勝 東京東信用金庫 

3 

全国ソフトバレーボール大会都予選会 

会場：町田市立総合体育館、三鷹市体育館

（SUBARU総合スポーツセンター） 

6/22（土）・7/7（日） 

ｼﾙﾊﾞｰ 3 
優 勝 ＺＥＡＬ 

準優勝 うらら 

ﾚﾃﾞｨｰｽ 1 ＣｅＬＬを全国推薦 

ｽﾎﾟﾚｸ 3 優 勝 ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 
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準優勝 うらら 

ﾌﾘｰ 2 
優 勝 ララうらら 

準優勝 うらら 

4 

全国高等学校総合体育大会 兼 

国民体育大会都予選会 

会場：都内高等学校、三鷹市体育館（SUBARU

総合スポーツセンター） 

6/9（日）・16（日）・

23（日） 

男子 201 
優 勝 駿台学園高等学校 

準優勝 東亜学園高等学校 

女子 288 
優 勝 下北沢成徳高等学校 

準優勝 共栄学園高等学校 

5 

第39回全日本小学生大会都大会 

会場：都内高等学校  

   中央区立総合スポーツセンター 

6/23（日）・29（土） 

男子 14 
優 勝 東京杉一クラブ 

準優勝 藤橋ＪＶＣ 

女子 52 
優 勝 駒沢ＪＶＣ 

準優勝 藤橋ＪＶＣ 

混合 4 
優 勝 薫スターズ 

準優勝 相生ＪＶＣ 

6 

第 39 回東京都クラブカップ男女選手権大会 

兼全日本6・9人制クラブカップ男女選手権大

会都予選会 

9人制会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

東京女子体育大学 

6人制会場：東京電機大学高等学校 

      サレジオ工業高等専門学校  

 

5/19（日） 

9男 5 
優 勝 全目黒 

準優勝 日本体育大学 

9女 6 
優 勝 日本体育大学 

準優勝 東女体クラブ 

5/19（日）・6/2（日） 

6男 7 
優 勝 Desperado 

準優勝 東陵東京クラブ 

6女 4 
優 勝 日女体クラブ 

準優勝 ＭＵＦＧクラブ 

7 

第58回中学校総合体育大会 兼  

第73回全日本中学校選手権大会都予選会 

会場：都内中学校体育館 

   大田区総合体育館 

7/22（月） 

24（水）～25（木） 

男子 64 
優 勝 サレジオ中学校 

準優勝 駿台学園中学校 

女子 64 
優 勝 世田谷区立北沢中学校 

準優勝 八王子実践中学校 

8 

第72回全日本高等学校選手権大会 

東京代表決定戦 

会場：都内高等学校体育館、駒沢体育館 

一次予選 

9/1（日）・9/8（日） 

9/23（月祝） 

代表決定戦 

11/17（日） 

男子 
176 優 勝 東亜学園高等学校 

準優勝 駿台学園高等学校 4 

女子 
24※1 優 勝 文京学院大学女子高等学校 

準優勝 八王子実践高等学校 44 

 ※1 インターハイ予選288チーム中、上位16チーム及び夏季大会各ブロック優勝8チームの24チーム 

◆受託競技会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

第72回都民体育大会春季大会 

会場：駒沢屋内球技場、小平市民総合体育館 

町田市立総合体育館 

東京都体育協会より事業費として360,000円 

5/11（土）～12（日） 

男子 21 
優 勝 武蔵野市 

準優勝 墨田区 

女子 35 
優 勝 練馬区 

準優勝 立川市 

2 

第74回国民体育大会都予選会（6人制） 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス  

東京都体育協会より事業費として290,000円 

（ビーチと共有） 

※少年男女はインターハイ予選を兼ねて実施 

6/1（土） 

成年 

男子 
6 

優 勝 ＦＣ東京 

準優勝 東陵東京クラブ 

成年 

女子 
2 優 勝 ＧＳＳ東京サンビームズ 

第74回国民体育大会都予選会（ビーチ） 

会場：杉並区永福体育館ビーチコート 

東京都体育協会より事業費として290,000円 

（6人制と共有） 

7/15（月祝） 

男子 16 
優 勝 植木/星野（駿台学園高等学校） 

準優勝 佐藤/菅原（駿台学園高等学校） 

女子 8 
優 勝 衣笠/菊地（共栄学園高等学校） 

準優勝 篠原/橋本（駒澤大学高等学校） 

3 

都民生涯スポーツ大会ソフトバレー 

会場：小平市民総合体育館 

東京都体育協会より事業費として280,000円 

9/21（土）・28（土） 

9男女 6 
優 勝 練馬区 

準優勝 大田区 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ 5 
優 勝 国分寺市 

準優勝 中央区 

ｼﾙﾊﾞｰ 5 
優 勝 中央区 

準優勝 大田区 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 6 
優 勝 世田谷区 

準優勝 中央区Ａ 

4 

第68回全国青年大会 

会場：江戸川総合体育館、北区赤羽体育館他 

日本青年団協議会より運営委託金として

900,000円 

11/9（土）～10（日） 

男子 10 
優 勝 東京都（江東） 

準優勝 福岡県（古賀選抜） 

女子 6 
優 勝 東京都（全目黒） 

準優勝 東京都（新宿闘心会） 
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◆関東大会（都で開催する関東大会。） 

 実施無し 

◆全国大会（都で開催する全国大会。委託競技会含む） 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

ジャパンビーチバレーボールツアー2019 

第2戦立川立飛大会 

会場：立川立飛ビーチコート 

6/8（土）～9（日） 

男子 8 
優 勝 石島/白鳥 

準優勝 高橋/長谷川 

女子 8 
優 勝 坂本/沢目 

準優勝 南谷/山田 

2 

ジャパンビーチバレーボールツアー2019 

第4戦東京大会 

会場：都立潮風公園 

7/20（土）～21（日） 

男子 12 
優 勝 石島/白鳥 

準優勝 永井/Caverly Daniel 

女子 12 
優 勝 坂口/村上 

準優勝 藤井/熊田 

3 

第39回全日本小学生大会 

会場：関東（神奈川とどろきアリーナ他・東

京・埼玉・千葉） 

8/6（火）～9（金） 

男子 48 
優 勝 東京杉一クラブ（東京） 

準優勝 片桐ＶＢＣ（奈良） 

女子 48 
優 勝 上黒瀬（広島） 

準優勝 日南ラビッツ（宮崎） 

混合 42 
優 勝 夢前ＪＶＣ（兵庫） 

準優勝 国分寺スポーツ少年団（香川） 

4 

第 5回全日本 9人制トップリーグ女子ファイ

ナルラウンド 

会場：墨田区総合体育館 

8/10（土）～11（日） 女子 8 

優 勝 パナソニックブルーベルズ 

（大阪） 

準優勝 マツダクロス・ナイン（広島） 

5 
第5回全日本9人制トップリーグ男子 

会場：BumB東京スポーツ文化館 

10/12（土）～14（月

祝） 
男子 ― 台風の為、開催中止 

6 

第 72回秩父宮賜杯・第 66回秩父宮妃賜杯全

日本大学男女選手権大会 

スーパーカレッジバレー2019 

会場：大田区総合体育館、墨田区総合体育館、

他 

11/25（月）～12/1

（日） 

男子 64 
優 勝 早稲田大学（東京） 

準優勝 筑波大学（茨城） 

女子 64 
優 勝 筑波大学（茨城） 

準優勝 福岡大学（福岡） 

7 

春の高校バレー 

第72回全日本高等学校選手権大会 

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ 

2020/ 

1/5（日）～7（火） 

11（土）～12（日） 

男子 52 
優 勝 東山高等学校（京都） 

準優勝 駿台学園高等学校（東京） 

女子 52 
優 勝 東九州龍谷高等学校（大分） 

準優勝 古川学園高等学校（宮城） 

8 

第10回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

会場：東京海上日動石神井スポーツセンター、 

三菱ＵＦＪ銀行池尻クラブより埼玉県 

内体育館へ会場変更（新型コロナウイル 

ス感染症に伴う会場チーム棄権の為） 

男子東部決勝リーグ 

1/25（土）～26（日） 
男子 8 

ＪＵＷＡ（茨城）2勝0敗 

三菱UFJ銀行（東京）1勝1敗 

千葉ZELVA（千葉）1勝1敗 

新日鐵住金君津（千葉）1勝1敗 

東京海上（東京）2勝0敗 

トヨタ車体（愛知）1勝1敗 

フォーバルボンズ（東京）1勝1敗 

アイシン精機（愛知）1勝1敗 

女子決勝リーグ 

2/15（土）～16（日） 
女子 8 

山梨中央銀行（山梨）9勝0敗 

CLUB EHIME（愛媛）5勝4敗 

リガーレ仙台（宮城）4勝3敗 

みえ高田ＶＣ（三重）6勝2敗 

トヨタ自動車（愛知）2勝6敗 

ｾｲｺｰエプソン（長野）2勝6敗 

ベスビアス新潟（新潟）0勝7敗 

三菱ＵＦＪ銀行（東京）0勝9敗 

    

（４）競技力向上事業―国際競技大会の主管開催事業、Vリーグ主管開催事業 

＜定款第 4条-1項～7項＞ 
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◆2019-20Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３リーグ  

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果・内容等 

1 
2019-20Ｖ１リーグ女子大田大会（NECHG） 

会場：大田区総合体育館 
11/2（土）～3（日） 女子 4 

ＮＥ Ｃ× 姫路、久 光製薬 × 日立

（3620/3377） 

ＮＥ Ｃ× 久光製薬 、日立 × 姫路

（3633/3377） 

2 
2019-20Ｖ２リーグ女子中央区大会（GSSHG） 

会場：中央区立総合スポーツセンター 
11/8（金）～9（土） 女子 2 

ＧＳＳ×浜松（委託事業ではないため不

明） 

3 
2019-20Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 

会場：墨田区総合体育館 
11/9（土）～10（日） 男子 4 

ＦＣ東京×パナソニック、サントリー×Ｖ

Ｃ長野（2398/2260）） 

ＦＣ東京×ＶＣ長野、パナソニック×サン

トリー（2672/2260） 

4 

2019-20Ｖ１リーグ男子大田大会 

（サントリーHG） 

会場：大田区総合体育館 

11/23（土）～24（日） 男子 4 

サントリー×東レ、ＦＣ東京×大分三好

（3885/3327） 

サントリー×大分三好、東レ×ＦＣ東京

（3469/3327） 

5 
2019-20Ｖ１リーグ男子駒沢大会（FC東京HG） 

会場：駒沢屋内球技場 
12/7（土）～8（日） 男子 4 

ＦＣ東京×パナソニック、東レ×ＷＤ名古

屋（2739/2212） 

パナソニック×東レ、ＦＣ東京×ＷＤ名古

屋（3479/2212） 

6 

2019-20Ｖ３リーグ男子板橋大会 

（東京トヨペットHG） 

会場：板橋区立上板橋体育館 

12/7（土）～8（日） 男子 4 

近畿×奈良、ＴＭＴ×サフィルヴァ

（496/500、無料大会） 

奈良×サフィルヴァ、ＴＭＴ×近畿

（557/500、無料大会） 

7 
2019-20Ｖ１リーグ女子大田大会（NECHG） 

会場：大田区総合体育館 
12/14（土） 女子 2 ＮＥＣ×岡山（3245/3377） 

8 

2019-20Ｖ２リーグ男子立川大会（東京ヴェル

ディHG） 

会場：立川市泉市民体育館 

12/21（土）～22（日） 男子 4 

つくば×きんでん、東京ヴェルディ×長野

ガロンズ（358/1060） 

つくば×長野ガロンズ、東京ヴェルディ×

きんでん（381/1060） 

9 
2019-20Ｖ１リーグ男子墨田大会（FC東京HG） 

会場：墨田区総合体育館 
2020/1/11（土） 男子 2 ＦＣ東京×東レ（2324/2134） 

10 

2019-20Ｖ２リーグ男子東村山大会 

（警視庁HG） 

会場：東村山市民スポーツセンター 

1/18（土）～19（日） 男子 4 

つくば×ヴォレアス、警視庁×東京ヴェル

ディ（574/650） 

きんでん×ヴォレアス、警視庁×富士通

（476/650） 

11 
2019-20Ｖ１リーグ女子ファイナル 

会場：国立代々木競技場第一体育館 
1/25（土）～26（日） 女子 2 

Ａ1位×Ｂ2位、Ｂ1位×Ａ2位 

ＳＦ敗者×ＳＦ敗者、ＳＦ勝者×ＳＦ勝者

（委託事業ではないため不明） 

12 

2019-20Ｖ２リーグ男子武蔵野大会 

（警視庁HG） 

会場：武蔵野市総合体育館 

2/1（土）～2（日） 男子 6 

トヨタ自動車×東京ヴェルディ、警視庁×

大同特殊鋼（355/1508） 

大同特殊鋼×ヴォレアス、警視庁×つくば

（416/1508） 

13 

2019-20Ｖ２リーグ男子東村山大会 

（警視庁HG） 

会場：東村山市民スポーツセンター 

2/8（土）～9（日） 男子 7 

大同特殊鋼×つくば、警視庁×三重

（415/1500） 

埼玉×デルフィーノ、警視庁×長野ガロン

ズ（447/1500） 

14 

2019-20Ｖ２・３リーグ男子江戸川大会 

（東京ヴェルディ/東京トヨペットHG） 

会場：江戸川スポーツセンター 

2/8（土）～9（日） 男子 6 

東京ヴェルディ×埼玉、ＴＭＴ×サフィル

ヴァ（269/1452） 

東京ヴェルディ×三重、ＴＭＴ×奈良

（317/1452） 

15 

2019-20Ｖ２リーグ男子稲城大会 

（東京ヴェルディHG） 

会場：稲城市総合体育館 

2/22（土）～23（日） 男子 7 

トヨタ自動車×ガロンズ、ヴォレアス×デ

ルフィーノ、東京ヴェルディ×富士通

（463/1310） 

ガロンズ×ヴォレアス、富士通×デルフィ

ーノ、東京ヴェルディ×警視庁（567/1310） 

※結果・内容等の（ ）は（入場者総合計/収容人数） 
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◆国際大会 

№ 大会名 開催日 
性別 

区分 

参加 

ﾁｰﾑ 
結果 

1 

FIVBバレーボールネーションズリーグ2019

男女東京大会 

会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ 

6/7（金）～9（日） 

6/11（火）～13（木） 

男子 16 

優 勝 ブラジル 

準優勝 イラン 

10位  日本 

女子 16 

優 勝 中 国 

準優勝 アメリカ 

9位  日本 

2 

FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019

東京大会4☆ 

会場：都立潮風公園 

7/24（水）～28（日） 

男子 40 
優 勝 Mol A./Sørum, C.(NOR) 

準優勝 Ehlers/Flüggen(GER) 

女子 40 
優 勝 Agath/Duda(BRA) 

準優勝 Alix/April(USA) 

3 
日本代表親善試合 

会場：青山学院記念館 
8/3（土）～4（日） 男子 2 日本×カナダ 

 

（５）関連事業―「講習会」・指導者、審判員育成及び資格認定・登録事業 

＜定款第４条-2項、3項、4項、7項＞ 

◆指導者関連 

○公益財団法人日本バレーボール協会個人登録システム（以下、JＶＡ－ＭＲＳ）への指導者を含む役員の

登録推進 

  公認指導者（コーチ 1・2・3・4・その他）登録者 80名（前年比+28） 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員（専門科目）養成講習会の開催 

  開催日：8/10（土）～12（月祝） 合計 30時間 

会 場：中村中学校高等学校 受講者：56名（内、合格者：56名） 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員対象義務研修会の開催 

開催日：8/11（日）会 場：中村中学校高等学校 受講者：11名 

公益財団法人日本バレーボール協会より事業助成として 30,020円 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ 3（旧コーチ）・コーチ 4（旧上級コーチ）（専門教科）資格取

得講習会への受講生推薦 

コーチ 3推薦者：3名  鳥居 哲夫（クラブ）、西原 康平（実連）、髙橋 昌美（大学） 

コーチ 4推薦者：なし 

○公益財団法人日本バレーボール協会公認講師認定講習会への受講生推薦 

  推薦者：1名      宇賀田 眞一（小連） 

○公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導員資格の再登録申請 

  申請者：3名      木下 真美子（高体連女子）、佐々木 輝人（高体連女子） 

◆審判員関連 

○ＪＶＡ－ＭＲＳへの公認審判員を含む役員の登録推進 
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  公認審判員（名誉・国際・Ａ・Ａ候補）登録者 54名（ＪＶＡ管理） 

公認Ｂ級審判員登録者 38名（前年比+6） 

公認Ｃ級審判員登録者 12名（前年比+4） 

○各種審判講習会の開催及び受講生派遣 

審判伝達講習会（6・9人制、ビーチ、ソフト） 

開催日：4/18（木）会場：としま産業振興プラザ IKE・Biz 参加者：162名 

関東ブロックＡ級審判員（6人制）講習会 

    開催日：4/7（日） 会場：千葉県総合スポーツセンター（千葉） 参加者：21名 

関東ブロックＡ級審判員（9人制）講習会 

    開催日：4/21（日） 会場：騎西総合体育館（埼玉） 参加者：8名 

Ｂ級公認審判員資格取得講習会 

開催日：8/31（土）～9/1（日） 会場：都協会事務局・東京都立千早高等学校体育館 

参加者：8名 

  全国ラインジャッジクリニック 

    開催日：4/30（火）～5/2（木） 会場：丸善インテックアリーナ（大阪） 【参加者なし】 

6人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

    開催日：11/25（月）～27（水） 会場：共和会館、墨田区総合体育館他（東京） 参加者：20名 

9人制Ａ級・Ａ級候補審判員技術強化事業 

    開催日：11/28（木）～30（土） 会場：丸善インテックアリーナ他（大阪）  参加者：3名 

ビーチバレーボールＡ級審判委員技術強化事業 

    開催日：7/14（日）～15（月祝） 会場：高戸（前浜海岸）特設コート（茨城）【参加者なし】 

    開催日：8/31（土）～9/1（日） 会場：大崎町ビーチスポーツ専用競技場（鹿児島）【参加者なし】 

  全国 6人制審判講習会 

    開催日：3/21（土） 会場：慶応義塾中等部体育館   【開催中止】 

全国 9人制審判講習会 

    開催日：3/22（日） 会場：住友電工大阪工場（大阪） 【開催中止】 

  全国ビーチバレーボール審判講習会 

    開催日：3/22（日） 会場：神奈川県川崎市港湾振興会館（神奈川） 【開催中止】 

○Ａ級審判員資格取得講習会（Ａ級審査会）への受講生推薦 

   開催日：8/10（土）～15（木） 会場：近畿大学（大阪） 

推薦者：３名（渡辺 千恵、明石 直樹、楓 淳一郎） 
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○ビーチバレーボール特別Ａ級審判員資格取得講習会（ビーチＡ級審査会）への受講生推薦 

   開催日：10/26（土）～10/27（日） 会場：大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場 

   推薦者：１名（宮川 文子）  

○トップレフェリー 技術強化事業への受講生の派遣 

《Ｓ１・Ｓ２レフェリー》 中西 幸治、水間 絵美、慈眼 雅啓、饗庭 和恵、鈴木 美帆 

《Ｓ３レフェリー》 関野 智史 

《Ｎ１・Ｎ２レフェリー》 花岡 直樹、川久保 敬規、吉田 益己 

《Ｂ１・Ｂ２レフェリー》 村田 孝幸、細井 啓太 

◆登録事業（ＪＶＡ－ＭＲＳ）への協力 ※（  ）内は前年度比 

・東京都小学生バレーボール連盟 3,333名（+20） 

・東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 9,182名（+273） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部男子部 3,911名（-72） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール専門部女子部 4,572名（-111） 

・東京都高等学校体育連盟バレーボール定時制・通信制部 30名（-28） 

・東京都高等専門学校バレーボール競技専門部 72名（-17） 

・東京都大学バレーボール連盟 2,343名（-13） 

・東京都実業団バレーボール連盟 724名（-2） 

・東京都クラブバレーボール連盟 707名（-110） 

・東京都ソフトバレーボール連盟 140名（-26） 

・東京都ビーチバレーボール連盟 90名（+4） 

・東京都ヤングバレーボール連盟 116名（+35） 

（６）関連事業―関東・全国大会等国内競技会主管開催事業並びに選手・役員・審判員の関東・

全国大会への派遣事業＜定款第 4条-4項、5項、6項＞ 

【都内大会】 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第 20 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（知的部門） 

会場：駒沢体育館 

5/25（土） 審判 派遣者数13名（仲博史他） 

2 
第21回東京ゆうあいバレーボール大会 

会場：板橋区立上板橋体育館 
7/27（土） 審判 派遣者数13名（及川千春他） 

3 

第 20 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（精神部門） 

会場：駒沢体育館 

2020/2/5（水） 審判 派遣者数19名（服部篤史他） 

4 

第 20 回東京都障害者スポーツ大会バレーボ

ール競技（身体部門） 

会場：駒沢屋内球技場 

3/7（土） 審判 
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため開

催中止 
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【関東大会】 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第63回関東9人制実業団男女選手権大会 

会場：茨城（日立市市民運動公園池の川アリ

ーナ） 

5/18（土）～19（日） 

男子 
横河電機（優勝）、東京東信用金庫、凸版印刷、

ＪＴ東京、日本無線 

女子 東京東信用金庫（準優勝）、防衛省 

審判 吉田益己、花岡直樹 

2 

第73回関東高等学校選手権大会 

男子会場：栃木（小山市県南体育館他） 

女子会場：千葉（東金アリーナ他） 

5/31（金）開会式 

6/1（土）～2（日） 

男子 

駿台学園高等学校（優勝）、東亜学園高等学校

（準優勝）、早稲田大学系属早稲田実業学校高

等部、東洋高等学校、安田学園高等学校、日

本学園高等学校、東海大学菅生高等学校、大

森学園高等学校、駒場大学高等学校、深沢高

等学校、城北高等学校、成城高等学校 

審判 勝又禎蔵、明石直樹、堀江幸治、山下亮 

女子 

八王子実践高等学校（優勝）、文京学院大学女

子高等学校（準優勝）、下北沢成徳高等学校、

共栄学園高等学校、実践学園高等学校、東京

高等学校、日本体育大学荏原高等学校、高島

高等学校、北豊島高等学校、藤村女子学園高

等学校、淑徳ＳＣ高等部 

審判 細井啓太、楓淳一郎、戸塚旭、村田孝幸 

3 

第 41 回関東 6・9 人制クラブカップ男女選手

権大会 

会場：山梨（小瀬スポーツ公園アリーナ・小

瀬スポーツ公園武道館） 

7/13（土） 

6男 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ（準優勝） 

6女 日女体クラブ（準優勝） 

審判 有村久美子 

7/14（日） 

9男 全目黒 

9女 日本体育大学（準優勝） 

審判 和田正人 

4 

第54回関東中学校男女選手権大会 

会場：神奈川（小田原アリーナ・南足柄市体

育センター） 

8/7（水）開会式 

8/8（木）～9（金） 

男子 

サレジオ中学校（優勝）、安田学園中学校（準

優勝）、駿台学園中学校、大森第二中学校、御

徒町台東中学校、渕江中学校 

女子 

八王子実践中学校（優勝）、世田谷区立北沢中

学校、実践学園中学校、駿台学園中学校、修

徳中学校、文京学院大学女子中学校 

審判 饗庭和恵、内田一雄、佐々木伸 

5 
第74回国民体育大会関東ブロック大会 

会場：千葉（船橋アリーナ） 

8/17（土）～18（日） 
少男 東京選抜（本大会進出） 

少女 下北沢成徳高等学校（本大会進出） 

8/17（土） 
成男 ＦＣ東京（本大会進出） 

成女 ＧＳＳ 

8/17（土）～18（日） 
審判 虎澤吉剛、鈴木美帆、仲博史、江藤幸恵 

役員 小柴滋専務、並木秀行常務、水間尚常務 

6 
第9回関東9人制社会人男女優勝大会 

会場：千葉（茂原市市民体育館） 
8/24（土）～25（日） 

男子 渋谷、印刷局東京、三鷹球友会 

女子 新宿闘心会（優勝）、ファインズ 

審判 矢野祥行、伊藤陽香 

7 
第3回関東Ｕ14ヤングクラブ男子交流大会 

会場：千葉（東金アリーナ） 
9/7(土) 男子 ＤｒｏｐＪＹＶＣ、第9ブロック選抜 

8 
令和元年度関東ママさん大会 

会場：埼玉（川越市運動公園体育館） 
9/7（土） 

女子 アイビー（Ｄﾌﾞﾛｯｸ優勝） 

審判 武田陽子 

9 

第7回関東6人制社会人男女優勝大会 

会場：千葉（県立泉高等学校、淑徳大学体育

館） 

9/21（土）～22（日） 

男子 

フォーバルボンズ（優勝）、日本ウェルネスｽﾎﾟ

ｰツ専門学校、三菱ＵＦＪ銀行、東陵東京クラ

ブ、東京海上 

女子 三菱ＵＦＪ銀行（準優勝） 

審判 加藤飛翔、清水智美 

10 

令和元年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

関東ブロックラウンド 

会場：栃木（宇都宮市体育館・清原体育館） 

10/12（土） 女子 台風の為、中止 

10/13（日） 男子 台風の為、中止 

10/12（土）～13（日） 審判 中西幸治、水間絵美 

11 

第10回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

関東ブロック地域リーグ 

会場：千葉（東金アリーナ） 

11/16（土）～17（日） 
男子 

フォーバルボンズ、日本ウェルネススポーツ

専門学校、三菱ＵＦＪ銀行、東陵東京クラブ 

女子 三菱ＵＦＪ銀行 



11 

審判 慈眼雅啓、金廣祐介 

12 
第35回関東小学生大会 

会場：栃木（宇都宮市体育館・清原体育館） 
11/23（土）～24（日） 

男子 東京杉一クラブ（優勝）、藤橋ＪＶＣ 

女子 
鷹番ＪＶＣ、全千寿ＪＶＣ、ＭＩＲＡＣＬＥ 

ＦＶＣ、駒沢ＪＶＣ 

混合 薫スターズ、相生ＪＶＣ 

審判 渡邉千恵、鎌田清香、伊藤夏美 

13 

関東ソフトバレーブロックフェスティバル 

兼 第18回関東ソフトバレーボール大会 

会場：山梨（小瀬スポーツ公園アリーナ） 

2020/1/26（日） 

ﾌｧﾐﾘｰ ＡＫＡＳＨＩオーシャンズ 

ﾚﾃﾞｨｰｽ うらら 

ﾌﾘｰ うらら 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 朝暘（優勝） 

ｼﾙﾊﾞｰ アンビシャス 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ アンビシャス 

14 

第2回関東ジュニアビーチバレーボール大会 

会場：埼玉（しらこばと水上公園ホワイトビ

ーチ） 

8/21（水）～22（木） 

男子 冨田/植木、廣瀬/大友 

女子 菅谷/衣笠（優勝）、武本/中島 

審判 細井啓太 

15 
関東大学ビーチバレーボール選手権大会 

会場：神奈川（鵠沼海岸サーフブレッジ） 
7/6（土）～7（日） 審判 八鍬誠 

16 
第68回関東聾学校バレーボール大会 

会場：東京（東京武道館） 

7/29（月）開会式 

7/30（火）～31（水） 
審判 派遣者数7名（服部篤史他） 

17 

関東Ｖクラブバレーボールサマーカップ男子

多摩大会 

会場：多摩市立総合体育館 

9/14（土） 審判 派遣者数17名（水間尚他） 

18 
第19回関東女子バレーボール大会 

会場：東京（青梅市総合体育館） 
10/11（金） 審判 派遣者数13名（及川千春他） 

【全国大会】 

9人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

第5回全日本9人制トップリーグ 

女子ﾚｷﾞｭﾗｰ R会場：全国各地 

女子ﾌｧｲﾅﾙ R会場：東京（墨田区総合体育館） 

男子会場：東京（BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館） 

ﾚｷﾞｭﾗｰ R 

6/1（土）～7/28（日） 

ﾌｧｲﾅﾙ R 

8/10（土）～11（日） 

女子 東京東信用金庫 

10/12（土）～14（月

祝） 
男子 台風の為、開催中止 

2 

第71回全日本9人制実業団女子選手権大会 

第72回全日本9人制実業団男子選手権大会 

会場：愛媛（総合運動公園体育館穂他） 

7/26（金）～29（月） 

男子 
横河電機（準優勝）、ＪＴ東京、日本無線、東

京東信用金庫、東京都庁 

女子 防衛省 

審判 花岡直樹 

3 

第39回全日本9人制クラブカップ男女選手権

大会 

男子会場：兵庫（加古川市立総合体育館他） 

女子会場：大阪（丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪） 

8/9（金）～12（月祝） 
男子 全目黒 

審判 吉田益己 

8/2（金）～4（日） 
女子 日本体育大学（優勝）、東女体クラブ 

審判 和田正人 

4 

第50回記念全国ママさん大会 

会場：奈良（ｼﾞｪｲﾃｸﾄｱﾘｰﾅ奈良他） 

冬季会場：沖縄（豊見城市民体育館他） 

8/1（木）～4（日） 

12/6（金）～9（月） 
女子 

ＳＰ 

ＮＵＴＳ（冬季大会優勝） 

5 

第19回日本スポーツマスターズ2019 

男子会場：岐阜（山県市総合体育館他） 

女子会場：岐阜（飛騨高山ﾋﾞｯｸﾞｱﾘｰﾅ他） 

9/21（土）～24（火） 
男子 東京実連 

女子 ＨＫ.Ｐｏｗｅｒｓ、ファインズ 

6 
第18回全国社会人東ブロック男女優勝大会 

会場：青森（総合運動公園ﾏｴﾀﾞｱﾘｰﾅ他） 
10/24（木）～27（日） 

男子 凸版印刷、三鷹球友会、印刷局東京 

女子 新宿闘心会（優勝） 

審判 川久保敬規 

7 
第68回全国青年大会 

会場：東京（江戸川区総合体育館他） 
11/9（土）～10（日） 

男子 江東（優勝）、京月 

女子 全目黒（優勝）、新宿闘心会（準優勝） 

8 

第88回全日本9人制総合男子選手権大会 

第87回全日本9人制総合女子選手権大会 

会場：大阪（丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪他） 

11/28（木）～12/1

（日） 

男子 ＪＴ東京、横河電機、日本無線 

女子 
東京東信用金庫、日本体育大学、日本女子体

育大学、東京女子体育大学 
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6人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第69回黒鷲旗全日本男女選抜優勝大会 

会場：大阪（丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪他） 

5/1（水祝）～6（月

祝） 

男子 ＦＣ東京、早稲田大学 

女子 
ＮＥＣレッドロケッツ、青山学院大学、下北

沢成徳高等学校 

2 

全日本高等学校総合体育大会 

男子会場：宮崎（早水公園体育センター他） 

女子会場：宮崎（早水公園体育センター他） 

7/30（火）～8/3（土） 男子 駿台学園高等学校、東亜学園高等学校 

7/24（水）～28（日） 女子 
共栄学園高等学校（準優勝）、下北沢成徳高等

学校 

3 

第39回全日本小学生大会 

会場：関東（川崎市・大田区・町田市・所沢

市・浦安市） 

8/6（火）～9（金） 

男子 東京杉一（優勝） 

女子 駒沢ＪＶＣ 

混合 薫スターズ 

4 

第40回全日本6人制クラブカップ男女選手権

大会 

女子会場：福井（福井県営体育館他） 

男子会場：北海道（旭川大雪アリーナ他） 

8/9（金）～12（月祝） 女子 日女体クラブ、日本大学クラブ 

8/8（木）～11（日） 
男子 Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 

審判 大井悠矢 

5 
第46回全国高等学校定時制・通信制大会 

会場：神奈川（ひらつかｻﾝﾗｲﾌｱﾘｰﾅ他） 

8/12（月祝）～8/15

（木） 

男子 八王子拓真高等学校 

女子 荻窪高等学校、浅草高等学校 

審判 高野修、金廣祐介 

6 
第49回全日本中学校選手権大会 

会場：和歌山（和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ他） 
8/17（土）～20（火） 

男子 
駿台学園中学校（優勝）、サレジオ中学校、安

田学園中学校 

女子 
八王子実践中学校（準優勝）、世田谷区立北沢

中学校、実践学園中学校 

7 
第54回全国高等専門学校体育大会 

会場：広島（呉市総合体育館） 
8/31（土）～9/1（日） 

男子 ―（推薦無し） 

女子 ―（推薦無し） 

8 
第22回全国ヤングクラブ優勝大会 

会場：大阪（大阪府立門真ｽﾎﾟﾂｾﾝﾀｰ他） 
9/21（土）～22（日） 

男子 
Ｕ－14 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

Ｕ－19 ＺＥＡＬ 

女子 
Ｕ－14 ＤｒｏｐＪＹＶＣ 

Ｕ－19 ―（推薦無し） 

審判 平泉淳 

9 

第74回国民体育大会バレーボール競技 

6人制種目 

会場：茨城（ひたちなか市総合運動公園体育

館他） 

10/2（水）～5（土） 

成男 ＦＣ東京 

少男 東京選抜（準優勝） 

少女 下北沢成徳高等学校（優勝） 

審判 大西毅 

役員 
並木秀行常務、水間尚常務、佐藤由貴子事務

局員 

10 

第72回秩父宮賜杯・第66回秩父宮妃賜杯 

全日本大学男女選手権大会ｽｰﾊﾟｰｶﾚｯｼﾞ 2019 

会場：東京（大田区総合体育館他） 

11/26（火）～12/1

（日） 

男子 早稲田大学（優勝）、中央大学、明治大学他 

女子 
青山学院大学、日本女子体育大学、日本体育

大学他 

11 
第33回全国都道府県対抗中学大会 

会場：大阪（丸善ｲﾝﾃｯｸｱﾘｰﾅ大阪他） 
12/25（水）～28（土） 

男子 東京選抜 

女子 東京選抜（優勝） 

審判 関野智史 

12 
第10回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 

会場：全国各地体育館 

東西決勝ﾘｰｸﾞ 

ｸﾗﾝﾄﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾏｯﾁ【開

催中止】 

男子 
三菱ＵＦＪ銀行、東京海上、フォーバルボン

ズ 

女子 三菱ＵＦＪ銀行 

13 

春の高校バレー 

第72回全日本高等学校選手権大会 

会場：東京（武蔵野の森ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ） 

2020/1/5（日）～12

（日） 

男子 
駿台学園高等学校（準優勝）、東亜学園高等学

校、早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 

女子 
文京大学女子高等学校、八王子実践高等学校、

共栄学園高等学校 

14 

令和元年度天皇杯皇后杯全日本選手権大会 

ファイナルラウンド 

会場：神奈川（川崎市とどろきｱﾘｰﾅ） 

3/25（水）～29（日） 男女 
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため開

催中止 

15 
第23回全日本ＩＤ選手権大会（知的障害者） 

会場：千葉（浦安市運動公園体育館） 
8/10（土）～11（日） 審判 派遣者数22名（関野智史他） 
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ビーチバレーボール 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

ジャパン・カレッジ2019 

第31回全日本大学男女選手権大会 

会場：神奈川（川崎ﾏﾘｴﾝﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｺｰﾄ） 

8/6（火）～8（木） 

男子 
伊藤/黒川（国士舘大学・準優勝）、東藤/澤田

（日本大学）他 

女子 
藪見/西（日本体育大学）、菊地/川崎（日本体

育大学）、大土/渡邉（日本大学）他 

2 

マドンナカップ㏌伊予市 

ジャパン女子ジュニア選手権大会 

会場：愛媛（五色姫海浜公園ビーチコート） 

8/8（木）～11（日） 
女子 衣笠/菊地（共栄学園高等学校・優勝） 

審判 村田孝幸 

3 

第18回全日本ジュニア男子選手権大会 

会場：大阪（阪南市箱作海水浴場ぴちぴちビ

ーチ） 

8/9（金）～12（月祝） 
男子 植木・星野（駿台学園高等学校） 

審判 細井啓太 

4 
第33回ビーチバレージャパン 

会場：神奈川（湘南藤沢市鵠沼海岸） 

8/10（土）～12（月

祝） 

男子 永井/中山、伊藤/黒川 

女子 本村/酒井（準優勝）、田中/松村 

5 
第10回全国中学生大会 

会場：神奈川（湘南藤沢市鵠沼海岸） 
8/16（金）～17（土） 

男子 大森第二中学校Ａ、大森第二中学校Ｂ 

女子 
大田区立大森第八中学校Ａ、大田区立大森第

八中学校Ｂ 

6 

第30回全日本女子選手権大会 

会場：大阪（泉南郡岬町せんなん里海公園ビ

ーチバレー競技場） 

8/15（木）～18（日） 女子 森岡/辻村、田中/松村、本村/酒井、藪見/西 

7 
ジャパンツアー2019 

会場：全国各地 
4月～9月 

男子 清水啓輔、倉坂正人、高橋巧、越川優他 

女子 坂本実優、藤井桜子、本村嘉菜、酒井春海他 

8 

第74回国民体育大会バレーボール競技 

ビーチバレーボール種目 

会場：茨城（大洗ｻﾝﾋﾞｰﾁ） 

9/13（金）～16（月

祝） 

男子 横山/植木（駿台学園高等学校） 

女子 衣笠/菊地（共栄学園高等学校）（優勝） 

審判 村田孝幸、細井啓太 

役員 重永展孝強化副委員長 

ソフトバレーボール 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第27回全国シルバーフェスティバル 

会場：宮崎（宮崎県体育館） 
10/11（金）～13（日） ｼﾙﾊﾞｰ ＺＥＡＬ（準優勝） 

2 
第21回全国レディースフェスティバル 

会場：静岡（草薙総合運動場・このはなｱﾘｰﾅ） 
10/25（金）～27（日） ﾚﾃﾞｨｰｽ ＣｅＬＬ 

3 
第8回全国スポレクフェスティバル 

会場：沖縄（沖縄市体育館） 
11/1（金）～3（日） ｽﾎﾟﾚｸ アンビシャス 

4 
第4回全国フリーフェスティバル 

会場：福岡（福岡市総合体育館） 
11/9（土）～10（日） ﾌﾘｰ うらら 

8人制 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 
第10回全国ヴィンテージ8‘ｓ交流大会 

会場：沖縄（那覇市民体育館他） 
11/8（金）～10（日） 

50歳 

以上 

阿佐ヶ谷クラブ、板橋マスターズ、三省クラ

ブＭ 

60歳 

以上 
―（推薦無し） 

その他 

№ 大会名 開催日 区分 
推薦及び派遣チーム・結果 

審判員派遣 

1 

ワールドカップ2019女子大会 

会場：神奈川（横浜アリーナ）、静岡（浜松ア

リーナ）、北海道（北海きたえーる）、富山（富

山市総合体育館）、大阪（丸善インテックアリ

ーナ大阪、エディオンアリーナ大阪） 

9/14（土）～29（日） 審判 
派遣者数合計 28名（中西幸治他） 

神奈川22名、静岡2名、富山2名、大阪2名 

2 

ワールドカップ2019男子大会 

会場：福岡（マリンメッセ福岡）、長野（ホワ

イトリング）、広島（広島グリーンアリーナ） 

10/1（火）～15（火） 審判 
派遣者数合計 4名（水間絵美他） 

長野3名、広島1名 
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◆2019（平成 31/令和元）年度関東・全国大会優勝チーム表彰式 

  2020年 4月 27日（月） ＩＫＥ・Ｂｉｚ としま産業振興プラザ 

（※新型コロナウイルス感染症対策の為、中止とし、表彰物の送付のみとした） 

 【全国優勝】 

第 39回全日本バレーボール小学生大会  男子：東京杉一クラブ 

第 49回全日本中学校バレーボール選手権大会 男子：駿台学園中学校 

JOCカップ第 33回全国都道府県対抗中学バレーボール大会   女子：東京選抜女子チーム 

第 74回国民体育大会「バレーボール競技ビーチバレーボール」 少年女子：共栄学園高等学校 

第 74回国民体育大会「バレーボール競技 6人制」 少年女子：下北沢成徳高等学校 

第 72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 男子：早稲田大学 

全日本 9人制バレーボールクラブカップ選手権大会 女子：日本体育大学 

第 18回全国社会人バレーボール東ブロック男女優勝大会  女子：新宿闘心会 

第 50回全国ママさんバレーボール大会（冬季） 女子：ＮＵＴＳ（ナッツ） 

 【関東優勝】 

第 35回関東小学生バレーボール大会 男子：東京杉一クラブ 

第 54回関東中学校バレーボール大会 男子：サレジオ中学校 女子：八王子実践中学校 

第 73回関東高等学校バレーボール大会  男子：駿台学園高等学校 女子：八王子実践高等学校 

第 38回東日本バレーボール大学選手権大会 女子：青山学院大学 

第 63回関東 9人制バレーボール実業団男女選手権大会 男子：横河電機 

第 7回関東 6人制バレーボール社会人男女優勝大会 男子：フォーバルボンズ 

第 9回関東 9人制バレーボール社会人男女優勝大会 女子：新宿闘心会 

令和元年度関東ママさんバレーボール大会 女子：アイビー 

令和元年度関東ソフトバレー・ブロックフェスティバル 優勝：朝暘 

【公益財団法人日本バレーボール協会表彰】 

  功労者Ⅰ  迫田 義人 

【公益財団法人東京都体育協会表彰】 

  生涯スポーツ功労者  浦野 正 

  生涯スポーツ優良団体 小金井市バレーボール連盟 


